
離乳食献立 2022年05月 杏ほいくえん
日付 完了期 後期 中期 初期

02月

軟飯  野菜のみそ炒め  磯の
香和え すまし汁（しめじ）  麦
茶
(煮込みうどん )

5倍粥  野菜のみそ炒め  磯
の香和え  すまし汁（しめじ）
麦茶
(煮込みうどん )

7倍粥  野菜のみそ炒め  磯
の香和え すまし汁（玉ねぎ）
麦茶
(煮込みうどん )

10倍粥　にんじんペースト ほ
うれん草ペースト

06金

にんじん軟飯  かれい煮付
春雨サラダ 花麩のすまし汁
（えのき）  麦茶
(チーズサンド )

にんじん粥  かれい煮付  春
雨サラダ  花麩のすまし汁（え
のき） 麦茶
(チーズサンド )

にんじん粥  かれい煮付  春
雨サラダ  花麩のすまし汁  麦
茶
(チーズサンド )

10倍粥　にんじんペースト
きゅうりペースト

07土
煮込みうどん 牛乳 煮込みうどん　麦茶 煮込みうどん　麦茶 うどんペースト　にんじんペー

スト　キャベツペースト

09月
軟飯  かれい煮付 大根サラダ
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜）  麦
茶　  （ パン粥）

5倍粥 かれい煮付 大根サラ
ダ  みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜）
麦茶　 　（パン粥）

7倍粥 かれい煮付 大根サラ
ダ  みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ﾁﾝｹﾞﾝ菜）
麦茶　 　　　　 （パン粥）

10倍粥　ちんげんさいペース
ト　にんじんペースト

10火

軟飯  豆腐の炒り煮 ほうれん
草和え物 なめこのみそ汁  麦
茶 　　　　 （りんご煮）

5倍粥  豆腐の炒り煮 ほうれ
ん草の和え物 なめこのみそ
汁 麦茶 　　　　 （りんご煮）

7倍粥  豆腐の野菜煮 ほうれ
ん草の和え物 みそ汁（ねぎ）
麦茶 　　　　 （りんご煮）

10倍粥　豆腐ペースト　にんじ
んペースト

11水

軟飯 肉団子  和風サラダ  み
そ汁（玉ねぎ・わかめ）  麦茶
（蒸しいも）

5倍粥  肉団子  和風サラダ
みそ汁（玉ねぎ・わかめ） 麦
茶　（蒸しいも）

7倍粥  肉団子  和え物  みそ
汁（玉ねぎ）  麦茶
（蒸しいも）

10倍粥　さつまいもペースト
にんじんペースト

12木

軟飯　ポトフ  野菜の和え物
かぶの煮物　麦茶
（チーズ蒸しパン）

5倍粥　ポトフ  野菜の和え物
かぶの煮物　麦茶
（チーズ蒸しパン）

7倍粥ポトフ  野菜の和え物
かぶの煮物　麦茶
（おじや）

10倍粥　かぶペースト　かぼ
ちゃペースト

13金

中華風肉味噌うどん  中華
スープ（チンゲンサイ）  バナ
ナ  麦茶
（ビスケット  ）

中華風肉味噌うどん 中華
スープ（チンゲンサイ） バナナ
麦茶
（ビスケット ）

味噌煮込みうどん　スープ（チ
ンゲンサイ）　りんご煮  麦茶
（おせんべい ）

うどんペースト　ちんげんさい
ペースト　にんじんペースト

14土
煮込みうどん  牛乳 煮込みうどん　麦茶 煮込みうどん　麦茶 うどんペースト にんじんペー

スト キャベツペースト

16月

軟飯  肉じゃが（豚肉）  こまつ
なの和え物  みそ汁（キャベ
ツ・えのき） 麦茶
（蒸しパン）

5倍粥  肉じゃが（豚肉）  こま
つなの和え物  みそ汁（キャベ
ツ・えのき） 麦茶
（蒸しパン）

7倍粥  肉じゃが（豚肉）  こま
つなの和え物  みそ汁（キャベ
ツ） 麦茶
（野菜スティック）

10倍粥　じゃがいもペースト
こまつなペースト

17火

煮込みうどん  チキンサラダ
りんご煮  麦茶
（おじや）

煮込みうどん  チキンサラダ
りんご煮  麦茶
（おじや）

煮込みうどん  チキンサラダ
りんご煮  麦茶
（おじや）

うどんペースト　にんじんペー
スト　キャベツペースト

18水

軟飯  かれい煮付  キャベツ
サラダ みそ汁（大根） 麦茶
（チーズサンド）

5倍粥  かれい煮付  キャベツ
サラダ みそ汁（大根） 麦茶
（チーズサンド）

7倍粥  かれい煮付  キャベツ
サラダ みそ汁（大根） 麦茶
（パン粥）

10倍粥　大根ペースト　にんじ
んペースト

19木

食パン  鶏ほぐし煮  キャベツ
の和え物 野菜ｽｰﾌﾟ  麦茶
（おせんべい）

食パン 鶏ほぐし煮 キャベツ
の和え物 野菜ｽｰﾌﾟ  麦茶
（おせんべい）

パン粥  鶏ほぐし煮 キャベツ
の和え物 野菜ｽｰﾌﾟ  麦茶
（おせんべい）

パン粥　キャベツペースト
きゅうりペースト

20金

軟飯  肉団子  ポテトサラダ
豆腐すまし汁（わかめ）  麦茶
（ウエハース）

5倍粥 肉団子  ポテトサラダ
豆腐すまし汁（わかめ）  麦茶
（ウエハース）

7倍粥  肉団子  ポテトサラダ
豆腐すまし汁　麦茶
（おせんべい）

10倍粥　豆腐ペースト　じゃが
いもペースト

21土
煮込みうどん  牛乳 煮込みうどん　麦茶 煮込みうどん　麦茶 うどんペースト　にんじんペー

スト　キャベツペースト

23月

軟飯  かれいのみそ煮  さつ
まいものサラダ  五目汁（豆
腐）  麦茶
（バナナ・ビスケット）

5倍粥  かれいのみそ煮  さつ
まいものサラダ  五目汁（豆
腐）  麦茶
（バナナ・ビスケット）

7倍粥  かれいのみそ煮  さつ
まいものサラダ  五目汁（豆
腐）  麦茶
（おせんべい）

10倍粥　豆腐ペースト　さつま
いもペースト

24火
軟飯  鶏のほぐし煮  マカロニ
サラダ  ｽｰﾌﾟ（野菜）  麦茶
(蒸しパン）

5倍粥 鶏ほぐし煮　マカロニサ
ラダ  ｽｰﾌﾟ（野菜）  麦茶
(蒸しパン）

7倍粥 鶏ほぐし煮　きゅうり和
え物  ｽｰﾌﾟ（野菜）  麦茶
(野菜スティック）

10倍粥　さつまいもペースト
キャベツペースト

25水
マーボーなす丼  バナナ  春
雨スープ  麦茶
（きなこパン粥）

マーボーなす丼 バナナ  春雨
スープ  麦茶
（きなこパン粥）

マーボーなす丼　りんご煮
スープ  麦茶
（きなこパン粥）

10倍粥　豆腐ペースト　にんじ
んペースト

26木
食パン  ポトフ（鶏肉）  チーズ
麦茶  （おじや）

食パン  ポトフ（鶏肉） チーズ
麦茶  （おじや）

パン粥  ポトフ（鶏肉）  野菜ス
ティック  麦茶  （おじや）

パン粥　じゃがいもペースト
キャベツペースト

27金
軟飯 鶏肉の旨煮　トマト みそ
汁（さつま芋・わかめ）  麦茶
（せんべい）

5倍粥 鶏肉の旨煮 トマト みそ
汁（さつま芋・わかめ）  麦茶
（せんべい）

7倍粥 鶏肉の旨煮 トマト みそ
汁（さつま芋）  麦茶
（せんべい）

10倍粥 　さつまいもペースト
にんじんペースト

30月
軟飯  野菜の煮物  三色サラ
ダ  みそ汁（玉ねぎ）  麦茶
(煮込みうどん）

5倍粥  野菜の煮物  三色サラ
ダ  みそ汁（玉ねぎ）  麦茶
(煮込みうどん）

7倍粥  野菜の煮物  三色サラ
ダ  みそ汁（玉ねぎ）  麦茶
(煮込みうどん）

10倍粥　ブロッコリーペースト
大根ペースト

31火
野菜のｹﾁｬｯﾌﾟ煮丼 キャベツ
サラダ  ヨーグルト  麦茶
（ パン粥）

野菜のｹﾁｬｯﾌﾟ煮丼 キャベツ
サラダ  ヨーグルト  麦茶
（ パン粥）

野菜の甘辛煮丼 キャベツサ
ラダ  ヨーグルト  麦茶
（ パン粥）

10倍粥　キャベツペースト　に
んじんペースト


